
（様式１）

政策評価（平成29年度）

Ⅱ　政策の推進状況

１　数値目標及びその達成状況

　評価者 　企画振興部長 　実施日 　平成29年7月10日

Ⅰ　政策の目標(目指す姿)

  本県の産業を世界規模での景況悪化等の大きな外部環境の変化に負けない芯のある産業とするため、企業の付加価値生産性
の向上による加工組立型産業の構造的な転換を図るとともに、豊かな地域資源の活用を通して生み出される商品やサービスの
付加価値を高め、県外へ売り込む秋田ブランドを創出する。
　また、県内企業による成長分野への積極的な参入の促進と、地域に根ざした産業の振興による重層的な産業構造の構築を図
り、これらの施策を戦略的に展開することにより、地域の雇用の拡大を図る。

政策評価調書

　政策名 産業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略

　政策コード 1 　幹事部局名   産業労働部

備考
年度

●各施策の代表指標
基準値 年度

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

1-1①

製造品出荷額等
（従業者４人以上の事業所）

11,236 目標 11,930

Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

12,360 12,800 13,260

101.8%H24 実績 11,065 12,149

出典：工業統計調査 単位：億円 達成率 101.8%

5,240

99.7%H24 実績 4,224 4,695

4,435 目標 4,710

1-2①

輸送用機械器具製造業の製
造品出荷額等（従業者４人以
上の事業所）

627 目標 775

出典：工業統計調査 単位：億円 達成率 99.7%

1-1②

製造業の付加価値額
（従業者４人以上の事業所）

850 925 1,000

出典：工業統計調査

4,880 5,060

79.9%H24 実績 600 619

単位：億円 達成率 79.9%

600

97.0%H24 実績 518 524

504 目標 540

1-3①
風力発電設備導入量

9,950 目標 60,000

出典：工業統計調査 単位：億円 達成率 97.0%

1-2②

医療機器関連製造業の製造
品出荷額等（従業者４人以上
の事業所）

60,000 60,000 60,000

出典：県・資源エネルギー産業課調べ

560 580

123.6%H24 実績 13,856 56,270 72,523 74,153

単位：kW 達成率 93.8% 120.9% 123.6%

199

108.7%H24 実績 145 174 147

118 目標 151

1-4①

秋田港国際コンテナ取扱量
（実入り）

44,804 目標 49,400

199

出典：県・資源エネルギー産業課調べ 単位：億円 達成率 115.2% 88.0% 108.7%

1-3②

環境・リサイクル関連対象企
業の製造品出荷額等

51,900 54,500 57,200

出典：県港湾統計年報

167 183

93.2%H24 実績 48,504 45,238 42,159 50,802

単位：TEU 達成率 91.6% 81.2% 93.2%

24

91.3%H24 実績 17 17 31

20 目標 21

1-5①
県内大学生等の県内就職率

47.9 目標 51.0

21

出典：県・産業集積課調べ 単位：件 達成率 81.0% 140.9% 91.3%

1-4②

企業の誘致件数及び誘致済
企業等の施設・設備の拡充件
数

54.0 57.0 60.0

出典：秋田労働局調べ

22 23

80.5%H25 実績 47.9 47.6 47.2 45.9

単位：％ 達成率 93.3% 87.4% 80.5%

実績

目標

政策の達成状況
※該当項目を囲む

※政策の達成状況の基準
   「達成」 ： 施策の全ての数値目標の達成率が１００％以上の場合
   「一部達成」 ： 施策の数値目標のうち、達成率１００％未満のものが１つでもある場合
　　　　   　　　　　ただし、「未達成」の場合を除く
   「未達成」 ： 施策の全ての数値目標の達成率が１００％未満の場合

達成

一部達成

未達成

達成率



２　政策を構成する施策評価の結果

３　施策評価の概要

1-1　企業の経営基盤の強化と地域産業の振興

1-2　秋田の成長を牽引する企業の育成と成長分野への新たな事業展開

1-3　「新エネルギー立県秋田」の創造と環境・リサイクル産業の拠点化

施策コード 施　策　名 施策評価の結果

１－３ 「新エネルギー立県秋田」の創造と環境・リサイクル産業の拠点化 Ａ

１－４ 海外取引の拡大と産業拠点の形成 Ｂ

１－１ 企業の経営基盤の強化と地域産業の振興 Ｂ

１－２ 秋田の成長を牽引する企業の育成と成長分野への新たな事業展開 Ｃ

１－５ 秋田の産業を支える人材の育成 Ｃ

　代表指標である製造品出荷額等と製造業の付加価値額が比較的順調に推移している。その要因は、近年の緩やかな景気回
復基調や円安等、経済状況の変化に伴う好影響を受けていることのほか、対前年度比増加率がそれぞれ＋9.8％、＋11.2％
と、ともに東北6県では最高値となっていることから、本県における各種相談事業や販路開拓支援、生産工程改善の現場指
導等による企業競争力の強化や、産業技術センターと連携した研究開発支援等による付加価値生産性の向上に係る取組の成
果が徐々に現れているものと思われる。
　また、全ての関連指標の実績が目標を上回るなど、両代表指標の達成へ向けた各種支援策の整備・運営も順調に推移して
いることから、現時点での本施策は「B」と評価する。

　本県が成長分野と位置付けている自動車産業、航空機産業、情報産業においては、大手自動車メーカーの一次サプライ
ヤーなど、それぞれの分野で中核となる県外企業の誘致が順調に進んでいるほか、県内企業においても、自動車展示商談会
での商談成立や品質保証に関する国際認証の取得など、競争力及び技術力の強化が図られている。
　医療機器産業においても、誘致企業の関連工場が稼働開始したほか、事業化プロデューサー及び研究開発コーディネー
ターの配置による企業間マッチングの支援等により、県内企業の受注能力の向上や研究開発の進展が図られている。
　このように、成長分野の更なる発展に向けた環境整備は着実に進んでおり、代表指標である「輸送用機械器具製造業」及
び「医療機器関連製造業」の製造品出荷額は前年度を上回っている一方で、目標値は下回っている状況である。また、関連
指標である「開業率」が３年連続で減少しているほか「自動車展示商談会での商談成立件数」が３年連続で目標値を下回っ
ていることから、現時点での本施策は「C」と評価される。

　平成２４年７月の固定価格買取制度の施行以降、県内においても、再生可能エネルギーの導入に向けた動きが活発化して
おり、特に風力発電については、今後２年程度で平成２６年度末（約２１万kW）の２倍以上（約４５万kW）に増えることが
見込まれている。その後についても、更なる導入拡大に向け、公募で選定した民間事業者により、県有保安林や秋田港・能
代港における事業化が進められているほか、候補海域として設定した一般海域において、複数の事業者により、洋上風力発
電の導入に向けた調査が行われている状況である。
　また、導入拡大に伴い、メンテナンスを始めとする関連業務への参入や事業拡大を目指す県内企業が見られるようになっ
ている。
　そのほか、産学官のコンソーシアムにおいて、地熱エネルギーの多面的利用による地域振興に向けた取組について検討を
進めているほか、民間事業者においては、平成３１年の運転開始に向け、湯沢市の山葵沢地熱発電所の建設工事が行われて
いるのに加え、中小水力等の導入拡大に向けた取組も順調に進められている。
　環境・リサイクル産業については、企業の設備投資が順調に推移したことから、代表指標の実績値が目標値を上回った。
小型家電のリサイクルについても、全市町村が小型家電の回収に取り組むなど、環境・リサイクル産業の拠点化に向けた条
件の整備が進んだ。
　以上の理由から、本施策の総合評価は「Ａ」とする。



1-4　海外取引の拡大と産業拠点の形成

1-5　秋田の産業を支える人材の育成

○東アジア等との交流拡大
  中国での経済特区の視察及び中国地方政府機関との意見・情報交換、韓国での国際見本市への出展支援、バンコクの連絡
デスクを通じた支援等により、県内企業の海外展開とビジネス機会の拡大が着実に図られている。また、ロシア極東地域と
の新たな直行コンテナ航路開設に向け、国内外でのポートセールス活動や県内企業の活動支援を積極的に展開するととも
に、県内産業界の若手訪問団派遣による人脈構築を図っており、物流ネットワーク拡充への可能性が期待される。
○港湾機能強化
  平成２７年にコンテナターミナルの整備が完了し、翌年の平成２８年にはコンテナ取扱量が実入り及び全体（空コン含
む）がともに過去最高を記録していることからコンテナ取扱量は順調に推移している。また、関係機関と連携を図りポート
セールスを実施していることから、更なるコンテナ取扱量の増加が期待される。
○企業誘致
　誘致認定及び誘致企業等の施設・整備の拡充件数は目標を下回ったものの、大幅な女性の雇用創出が見込まれる大規模情
報サービス関連企業の立地が決定するなど、雇用創出人数に関しては前年実績を上回り、３カ年連続で目標を達成するなど
堅調に推移している。
以上のことから、本施策の総合評価は「Ｂ」とする。

　産業構造の変化に対応した産業人材の育成については、成長分野と位置づけている産業において、各種セミナーや講習会
の開催により人材の育成が図られている。
　県内就職の促進については、高校生、大学生等、Ａターン就職希望者等の既卒者など、ターゲットに即した事業展開を図
り、マッチング支援のほか、県内企業の就職情報及び経済的支援について、多様な手法により情報発信を行った。
　また、Ａターン就職希望者や移住希望者等に対しては、就職支援と生活相談のワンストップ窓口において求人情報等をき
め細かに提供するなど、積極的に移住受入体制整備を行った。
　しかしながら、人材獲得競争の激化によるＡターン就職者数の減少により関連指標の達成度が61.4％に留まっていること
から、「Ｃ」と評価する。



Ⅲ　県民意識調査の結果

調査年度

肯定的意見

十分である

概ね十分である

ふつう

否定的意見

やや不十分である

不十分である

わからない・無回答

調査結果の認識、取組項目の状況

Ⅳ　政策を取り巻く社会経済情勢の変化

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 前年比

0.7

7.3 8.0 10.3 2.3

充
実
度

8.2 8.8 11.8 3.0

0.9 0.8 1.5

35.8 33.1 37.1 4.0

32.0 29.5 35.5 6.0

21.6 20.8 21.2 0.4

10.4 8.7 14.3 5.6

○平成20年、リーマン・ショックに端を発した世界同時不況により、国内経済は大きな混乱に陥った。
○中国は、高率の経済成長を続け、平成22年のＧＤＰが日本を超え、世界第２位の経済大国となった。
○平成23年、東日本大震災によるサプライチェーンの寸断によって、部品の供給が滞ったことなどから多くの工場が操業停
止し、被災地のみならず、広く経済的な影響が及び、全国的な生産活動の低下が生じた。
○平成23年、欧州政府債務危機による海外景気の減速などにより、歴史的な円高が進んだ。
○平成23年11月、環太平洋パートナーシップ協定に関して、交渉参加に向けた協議に入るとの政府の決定がなされた。
○平成24年７月、｢トヨタ自動車東日本｣の東北進出により、自動車部品の現地調達化が促進されている。
○平成24年７月、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が施行され、再生可能エネル
ギーの固定価格買取制度がスタートした。
○平成24年12月、第２次安倍内閣が発足。デフレ経済克服を目的とした金融政策（通称アベノミクス）が示された。
○平成25年４月、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）」が施行された。
○平成26年４月、消費税率が８％に引き上げられた。
○平成26年12月、まち・ひと・しごと創生法が施行され、国と地方が一体となって地方創生を実現するため、各自治体にお
いて総合戦略を策定することとされた。
○平成28年2月、TPP協定（環太平洋パートナーシップ協定）に参加12か国が署名した。（平成27年10月、TPP閣僚会合にお
いて大筋合意に至った。）
○平成28年4月、｢電気事業法｣の改正が施行され、電力完全自由化となり、小売電気事業者の営業が開始された。
○平成28年6月、｢ニッポン一億総活躍プラン｣が閣議決定され、非正規雇用の待遇改善や長時間労働の是正、女性の活躍、
高齢者の就労促進を含む｢働き方改革｣が示された。
○平成29年1月、アメリカが、TPP協定（環太平洋パートナーシップ協定）から永久離脱し、今後は二国間協定を進める方針
を表明。
○平成29年3月、全国の有効求人倍率（季節調整値）の28年度平均は1.39倍と高水準で推移した。秋田県は1.21倍で昭和38
年の統計調査開始以降最高値となった。

23.9 28.5 15.7 ▲ 12.8

　全体では、「十分である」が1.5％、「概ね十分である」が10.3％となり、合わせると肯定的に感じている人は11.8％で
あり、前年度から3.0ポイント増加している。また、「ふつう」も37.1％と前年度調査を4.0ポイント上回っている。一方、
「不十分である」は14.3％、「やや不十分である」が21.2％と、否定的に感じている人は35.5％となっており、前年度から
6.0ポイント増加している。「わからない・無回答」は15.7％と前年度から12.8ポイント減少している。
　施策別では、肯定的に感じている人の割合は、「新エネルギー・環境・リサイクル産業の拠点化への取組」が30.2％と最
も高い反面、「企業の経営基盤の強化と地域産業の振興」が8.1％と最も低く、他の施策も10％台となっている。



Ⅴ　評　価

総合評価 Ｂ

評価理由

○(公財)あきた企業活性化センター等における各種相談事業や販路開拓支援、生産工程改善の現場指導
等による企業競争力の強化や、産業技術センターと連携した研究開発支援等による付加価値生産性の向
上に係る取組の成果が徐々に現れてきている。
○本県が成長分野と位置付けている自動車産業、航空機産業、情報産業においては、それぞれの分野で
中核となる県外企業の誘致が順調に進んでいるほか、県内企業においても、品質保証に関する国際認証
の取得など、競争力及び技術力の強化が図られている。
○風力発電については、今後２年程度で平成２６年度末の２倍以上に増えることが見込まれ、今後も更
なる導入拡大に向けた事業化が進められていることに加え、洋上風力発電の導入に向けた調査が行われ
ているほか、メンテナンスを始めとする関連業務への参入や事業拡大を目指す県内企業が見られるよう
になっている。
○平成28年の国際コンテナ取扱量は、住宅需要の回復、ポートセールス活動や港湾施設整備の取組によ
り、実入り及び全体（空コンテナ含む）共に過去最高を記録したほか、自動車関連産業や航空機関連産
業の一次サプライヤーに加え、多くの女性の雇用創出が見込まれる大規模情報サービス関連企業の立地
が決定するなど、雇用創出人数は前年実績を上回っている。
○輸送機産業等の成長分野においては、各分野において技術強化等のため各種研修会・セミナーを開催
したほか、高校生・大学生を対象とした特別講義や関連企業の見学会を実施した。
○評価指標については、全国的に人材獲得競争が激化していることの影響により「県内大学生等の県内
就職率」が平成２７年度より下回っているものの、風力発電設備導入量について単年度導入量が３年連
続１位、累積でも２位となっており、目標を達成していることに加え、秋田港国際コンテナ取扱量（実
入り）が、初めて５万ＴＥＵを超えるなど、大幅に増進している。
○以上のことから、施策の推進状況や評価指標などを総合的な観点から評価し、政策全体として「Ｂ」
とする。

※総合評価の判定基準
　　　 「Ａ」 ： 目標を達成　  「Ｂ」 ： 目標を８割以上達成 　 「Ｃ」 ： 目標達成が６割以上８割未満    「Ｄ」 ： 目標達成が６割未満

○課題

○県内産業が抱える課題も複雑化し、事業環境が厳しさを増している中で、県内中小企業が生き残るためには、受け身の姿
勢を脱し、課題解決力を高めるとともに、高付加価値な製品開発・製造力の強化も併せて支援していく必要がある。
○事業承継については、平成26年度から平成28年度までの事業承継完了累計件数は約300件を超える成果を上げているが、
県内の中小企業の多くが経営者の高齢化に伴い世代交代の時期を迎えていることから、後継者の確保が課題となっている。
○中核企業の育成に向けては、サプライチェーン形成の中心となり地域経済全体の底上げに寄与する取組を担うことのでき
る企業の成長をより一層促す必要がある。
○成長産業の振興については、航空機関連産業において、一貫工程を目指す中核企業への重点支援と地域企業との連携によ
る取り組みを支援する必要があるほか、情報関連産業では、新たな技術やデバイスの出現が続いている中、これらに関する
知識や技術の習得が困難であること、自社開発商品の全国展開に取り組む企業が少数であることなどが課題となっている。
○風力発電設備導入量の順調な拡大を踏まえ、建設工事、メンテナンスに加え、建設用部材や発電設備用部品の供給など、
関連産業の振興に一層注力し、風力以外の再生可能エネルギーの導入拡大にも取り組む必要がある。
○コンテナ取扱量については、実入り及び全体（空コンテナ含む）共に過去最高を記録したものの、依然としてバランスの
あるコンテナ受給の維持が求められており、新規貨物の発掘等により物流量の増加を図る必要があるほか、県内企業の海外
展開については、ＡＳＥＡＮ諸国への生産拠点の移転等を受けて市場が一層活性化していることから、県内企業のニーズに
あった支援が必要となっている。
○産業構造の変化に対応した産業人材の育成については、更なる成長が見込まれる航空機・医療機器分野などに対応するた
め、より高度な人材育成が必要であるほか、県内就職の促進と多様な人材の確保については、人材獲得競争が激化している
ため、これまで以上に若年層等の県内定着に向けた取組を強化する必要がある。



Ⅵ　評価結果の反映状況（対応方針）

○県内企業がそれぞれの課題を着実に克服し、付加価値と生産性の向上により競争力を強化するため、引き続
き、（公財）あきた企業活性化センターや産業技術センター等の相談機能や技術コーディネート機能の充実、企
業連携に向けた支援、販路拡大支援の充実、製造現場での工程改善指導の推進、産業技術センターによる研究開
発及び企業との共同研究の強化を図る。また、事業承継については、円滑な事業承継を一層促進すべく、事業承
継ワーキンググループにおいて各支援機関との情報共有や連携を図りながら、個々の企業の実情に沿ったきめ細
かな支援を推進する。
○中核企業の育成については、地域経済の牽引役を目指す支援対象企業に対し、売上増加等を目指す成長戦略の
策定から事業化までの一貫した支援を行うとともに、コネクターハブ機能の創出等を伴う取組へ重点的な支援を
行うことにより、地域経済へ波及効果の増大を図る。
○航空機関連産業については、機体やエンジンなどの基幹部品への参入を図るため、一貫工程化を目指す中核企
業に設備投資や国際認証取得、大手航空機メーカーとのマッチング支援等を継続して行うとともに、中核企業と
地域企業が連携して一連の工程を担うサプライチェーンの形成により、航空機産業の拠点化を目指す。
○情報関連産業については、人材育成及び販路拡大等に対する総合的な支援を引き続き実施するほか、大規模市
場で売り込むための自社製品開発やプライバシーマークの認証取組に対する支援を強化する。
○新エネルギー産業については、陸上風力発電におけるメンテナンスへの参入支援や、部品供給・製造を目指し
た大手事業者とのマッチング支援のほか、洋上風力発電の着実な事業化に向けた支援とともに、関連産業におけ
る県内事業者の育成等に向けた施策の充実を図る。また、地熱やバイオマスなどの再生可能エネルギーの導入拡
大に取り組んでいく。
○コンテナ取扱量については、効果的なポートセールスや秋田港の国際コンテナ航路に係るインセンティブ制度
の充実等により、新たな輸出品目の開拓を見据え他港から秋田港利用への転換を促進する。
○産業構造の変化に対応した産業人材の育成については、県技術専門校において、平成28年度に策定した｢第10次
秋田県職業能力開発計画｣に基づき、輸送機関連産業、新エネルギー関連産業、情報関連産業など、成長分野を担
う人材の育成に向けて、訓練・指導内容を充実させるとともに太陽光パネル、風力発電設備の設置やメンテナン
スの技能習得に向けた職業訓練など、新たなニーズに対応した職業訓練を推進する。
○県内就職の促進と多様な人材の確保については、関連部局や地域振興局等と連携を図りながら、若年層の県外
流出に歯止めをかけるため、学卒者の県内就職、若年層の県内定着促進に向けた取組を強化する。
○Ａターン就職や移住希望者等に対しては、産業施策を踏まえ、就職支援と生活相談を一体的にきめ細かく対応
していく。

○政策評価委員会意見

自己評価の「Ｂ」をもって妥当とする。


